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美郷交番からのおしらせ 9月受付分

進藤　　昇さん（75）上中野町
照井　ミサさん（96）糠　渕
藤城フヂヱさん（79）第一暁
橋　シヅさん（85）琴　平
橋本　　巖さん（74）荒　町
小田長ツヤさん（81）籠　林
階　 二さん（70）黒　沢
中谷　ミヨさん（89）一丈木
山田　タミさん（79）石　神
後藤　倉治さん（90）八　卦
畑山　フサさん（79）野　中
永井 三郎さん（84）上新町

　※広報に掲載してほしくない場合は、届け出の時に
　　戸籍窓口にお申し出ください。

人 の うごき 9月末現在 

橋　クニさん（71）中　野
後松フミ子さん（68）本堂東部
林　　龍藏さん（84）作　山
大隅　　元さん（70）上 田
柏谷　ミヤさん（96）土崎北部
澁谷　チヨさん（79）下菻沢
佐々　　孝さん（96）馬　町
照井　昌子さん（48）下夕堰
亀谷喜治郎さん（90）本道町
黒丸　　 さん（71）駅前中
佐藤　武一さん（73）下菻沢
樫尾　定直さん（60）土崎北部
照井　妙子さん（73）四ツ谷

亡くなったかた 年齢 行政区

　すこやかに　
赤ちゃん お父さん・お母さん 行政区

ゆうま

深田　夢真ちゃん　（正　人さん、　薫　さん）　下畑屋
しゅん

森元　　駿ちゃん　（貴　史さん、華　織さん）　安城寺上
こはね

竹村　心羽ちゃん　（慶　信さん、木綿子さん）　大　畑
伊藤ハルカちゃん　（昌　明さん、佳樹美さん）　黒　沢

たいき

熊谷　大葵ちゃん　（和　音さん、麻知子さん）　寺　田
みつき

坂本　光希ちゃん　（和　也さん、一　壬さん）　千屋北部
やおき

見上　八起ちゃん　（高　志さん、以久子さん）　赤　城
らうる

鶴谷　藍麗ちゃん　（幸　廣さん、弥　生さん）　町　田
めい

木村　萌依ちゃん　（輝　海さん、ひとみさん）　下野荒町
ふうか

鈴木　楓香ちゃん　（正　明さん、和　子さん）　上深井西
ひかる

伊藤　　輝ちゃん　（　淳　さん、瑠美子さん）　上 田
ねむ

橋　合歓ちゃん　（和　幸さん、正　子さん）　山本二
ふうま

松山　楓茉ちゃん　（大　輔さん、友　子さん）　湯　竹
ゆら

三輪　結良ちゃん　（智　重さん、幸　子さん）　上新町

　おしあわせに　

　佐々木勇樹さん 下中野町
　堀井　弥久さん 由利本荘市

　　やすらかに　　

加賀　泰男さん　上新町
加賀谷由起子さん　大仙市

新郎・新婦 行政区等

人　口 23,427人（－24）

　男 11,207人（－４）

　女 12,220人（－20）

世帯数 6,732世帯（－２）

　（　　）内は前月比　

一杯の　酒が狂わす　あなたの人生

～　飲酒運転徹底追放　～

　飲酒運転は、悪質・危険な違反行為であり、交通死亡事
故やひき逃げ事故などの重大事故に発展しており、社会問
題化しております。
　平成17年中の県内における飲酒運転による人身交通事故は
45件発生し、死者１人、傷者64人となっております。
　また、ことし９月末現在では41件発生し、死者６人、傷者
50人となっております。

飲酒運転による県内の人身交通事故発生状況

区分／年次 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
平成18年９月末

発　生 116件 102件 99件 80件 45件

死　者 ６人 ４人 ６人 ２人 １人

傷　者 157人 141人 145人 111人 64人

●家庭における追放運動の推進
　家庭では、飲酒運転の危険性や反社会性、飲酒運転によ
る交通事故の悲惨さなどについて話し合い、家族ぐるみで
飲酒運転を追放しましょう。

●職場における追放運動の推進
　職場などでは、朝礼や各種会議などの場を利用して飲酒
運転防止についての話し合いの機会を設けるとともに、飲
酒が伴う会合や宴会場所には車両を持ち込まないようにす
るなど、職場ぐるみで飲酒運転追放の気運を高めましょ
う。

（前年同期比）

41件（－４件）

６人（＋５人）

50人（－16人）
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わくわくおはなし「夢ふうせん」
（学友館10:30～11:00）

美郷町芸術文化協会芸能発表会
（仙南公民館10:00～14:30）

後三年更生園祭（後三年更生園10:15～）

行政相談所（六郷公民館10:00～12:00）

ユニカール教室（千畑体育館9:00～）        　　　　　
おはなしの会「しゃぼん玉」

（千畑交流センター10:00～11:00）
第35回秋田県ミニバスケットボール大会大曲仙北予
　選大会（六郷体育館、アスパル、リリオス）～12日

元気アップセミナー「快適な睡眠のために」
（六郷保健センター13:00～14:30）

農業者年金相談会（役場仙南庁舎3階）
くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

なかよし園　185－3115
わくわく園　184－0023
すこやか園　183－3075
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第35回秋田県ミニバスケットボール大会大曲仙北予選
　大会（六郷体育館、アスパル、リリオス）
操体法（六郷保健センター10:00～11:30）

勤労感謝の日

図書館ボランティア「紙ひこうき」
（仙南交流センター10:00～11:00）

ひまわり会（六郷保健センター10:00～11:30）

くるみの会（六郷保健センター10:00～15:00）

ふれあい談話室（千畑庁舎17:00～18:30）

（11月４日～12月４日）

町のカレンダー 町のカレンダー 

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

子育て相談室

問い
合わせ

事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 時　間 会　場
なかよし園開放 毎週月～木曜日（平日のみ）

ひまわり広場

0～3歳児「冬の病気予防についてのお話」 11月10日（金）
2～3歳児「誕生会・丈夫な体をつくろう！」 11月17日（金）
0～1歳児「誕生会・丈夫な体をつくろう！」 11月24日（金）
2～3歳児「誕生会・クリスマスの帽子をつくろう」 12月１日（金）
うたってあそぼう 11月６日（月） わくわく児童クラブ
おはなしを聞こう 11月８日（水） 六郷保健センター
親子一日入園に参加しよう 11月10日（金） わくわく園（六郷幼稚園・保育園）
シールであそぼう 11月13日（月） わくわく児童クラブ
ブロックであそぼう 11月15日（水） わくわく園（六郷幼稚園・保育園）
体をうごかしてあそぼう 11月17日（金） もとだて児童館
つくってあそぼう 11月20日（月） わくわく園（六郷幼稚園・保育園）
つくって食べよう 11月22日（水） 六郷保健センター

体をうごかしてあそぼう 11月24日（金） もとだて児童館
11月生まれのお誕生会 11月27日（月）
ボールであそぼう 11月29日（水）
積み木であそぼう 12月１日（金）
リズムであそぼう 12月４日（月）

子育て相談室開放
毎週月～金曜日
（平日のみ）

9:30～11:30

子育て広場「ひだまり」

「遊びにおいでよ！」
・お誕生日おめでとう。

11月８日（水）

「わくわくチャレンジ！」 11月22日（水）

わんぱく広場
「みんな大好き！ふれあいあそび」

11月15日（水）

おばあちゃん広場
「むかしっこ！」を聞かせて！ 11月29日（水）

10:00～12:00

９:30～11：30

あそびにおいで

わくわく園
（六郷幼稚園・保育園）

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）

・ハイハイランドのお山を登ってトンネルをく
ぐって…。ゴールをめざしてがんばろう。

・お母さんと体を動かして遊びましょう！

・おばあちゃんと一緒に昔話を聞きましょう！

10:00～11:30

9:30～11:30

10:00～11:30

＜12月の主な行事＞
12月1日（金）　バドミントン日本リーグ2006二部

リーグ秋田大会（仙南総合体育館リリ
オス）～12月3日
※詳細は28ページをご覧ください。




